
日本医師事務作業補助研究会
第4回大阪地方会のご案内

定 員：100名（※定員に達し次第、締め切らせていただきます）

会 費：会員 1,500円 非会員2,500円

対 象：医師事務作業補助業務の実務者

主 催：NPO法人 日本医師事務作業補助研究会大阪府支部 http://ishijimu.umin.jp/

平成27年9月26日（土）14：30～17：30

受付開始14：00～

ベルランド総合病院 地下1階 AIFホール

堺市中区東山500番地3

※お車でお越し方の駐車場の優待は致しかねます。公共交通機関を ご利用下さいますよう

お願い致します。

なお、泉ケ丘駅(泉北高速鉄道）、北野田駅(南海高野線）、上野芝駅(JR阪和線）より

送迎バスを運行しております。当日ご利用可能です。 ●3ページ目をご参照ください。

『深イイ！レントゲン写真の読み方』

～これであなたも明日から読影したくなる！～

梅田 喜亮（ベルランド総合病院 呼吸器内科 副部長）

日 時

場 所

テーマ

講 師

平成27年

平成28年

　　　 画像診断・放射線治療全般について

　　　 薬剤について

　　　 年度の締め括りとして医師事務にとっても大切な

　　　 コミュニケーションについて

開催日 開催内容（※変更になる場合がございますので予めご了承ください）

11月14日（土）

  1月16日（土）

  3月12日（土）

14:00

14:30

14:40

～13:50

16:05

～17:20

17:20

　　受付開始

　　開会のあいさつ

　　テーマ　『深イイ！レントゲン画像の読み方』

　　講師　　ベルランド総合病院　呼吸器内科　副部長　梅田　喜亮

休憩

　　グループディスカッション　『第2弾！　充実した情報交流！』

　　閉会のあいさつ

□職場　□自宅又は携帯

フ　リ　ガ　ナ

氏　　　　名

ディスカッションしたい

カテゴリー

□診療支援に関すること　　□マニュアルに関すること　　□データに関すること

□書類作成支援に関すること　　□その他【　　　　　　　　　　　　　　　　　　】

メールアドレス

勤務先病院名 所 属 部 署

会 員 登 録 □会員                         □非会員

病院住所

病院電話番号

※携帯メールの通信拒否設定は予め解除をお願い致します

※お申込み後1週間を経過してメールでの通知がない場合は、お手数ですが下記までお問い合わせください。

※お申し込み状況により、ご希望に添えない場合がございますので予めご了承ください。



日本医師事務作業補助研究会 第4回 大阪地方会
NPO法人日本事務作業補助研究会大阪府支部は、第4回大阪地方会を下記の通り開催致します。

是非ご参加いただきますようお願い申し上げます。

お申込み ・ お問い合わせ先

プログラム

お申込み 参加をご希望の方はメールまたはFAXにてお申し込みください。
メールでお申込みの際は、下記項目に漏れがないようお願い致します。

平成27年度予定（予定が決定次第、ホームページにて随時ご案内致します。）

※折り返し申込確認の通知をお送りします。お申込み後1週間以内にメールでの通知がない場合は、
お手数ですが下記までお問い合わせください。

今年度の大阪地方会は“実務者の知識・技術の向上を目的”に2ヶ月に1回勉強会を開催致します。

社会医療法人 生長会 府中病院 医療情報課 担当：堀田・岩本

【TEL】 0725-43-1234（代）

【FAX】 0725-43-3995

【E-mail】 medicalsecretary@fh.seichokai.or.jp
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送迎バスのご案内

【　泉ヶ丘駅　⇔　ベルランド総合病院　】 所要時間　約15分
時間
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

【　北野田駅　⇔　ベルランド総合病院　】 所要時間　約15分
時間

45 8 30
15 45 9 00 30
15 45 10 00 30
15 45 11 00 30
15 45 12 00 30
15 45 13 00 30
15 45 14 00 30
15 45 15 00 30
15 45 16 00 30
15 17 00

【　上野芝駅　⇔　ベルランド総合病院　】 所要時間　約20分
時間

35 8 15
35 9 15
35 10 15
35 11 15
35 12 15
35 13 15
35 14 15
35 15 15

※所要時間については、交通事情により遅れる場合がございますので、予めご了承ください。
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